
「一番大切な人に食べてもらいたい」そんな想いをもって、
私たちテーブルマークは事業に取り組んでいます。

新潟魚沼工場

地域福祉の発展を願う
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南魚沼市農産物
　・特産品直売所棟
便所棟建築工事

余川道路工事

魚野川床固工群
（No.34 護岸）工事
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いよいよ夏本番です！
短い夏をおもいっきり楽しもうっ！おまつり

上の原高原温泉の足湯も併設さ
れている花菖蒲園で行われるお
祭りです。焼きそば、焼き鳥など
の模擬店が出店予定です。親子
宝探しも開催。体育館も開放する
ので、おもいっきり楽しめますよ！
【会】南魚沼市小栗山／お松の池そば　上の原菖蒲園周辺
【時】10:00～15:00
【問】事務局　ロッヂ半二郎　☎ ０２５-77２-3744

（日）1
上杉景勝公は家督争いの折、勝
利へと導いた南方稲荷をあつく崇
拝し社殿を建立し、長く帰依したと
伝えられています。現在では商売
繁盛・勝負の神様として毎年７月
第一日曜日に大般若会が厳修さ
れ、盛大にお祭りが行われます。
【会】南魚沼市上野／関興寺　南方宮
【問】関興寺　☎ ０２５-7８３-2111　http://kankouji.coolblog.jp/

7/２
（日）2

三国川ダム周辺で毎年７月に開
催されます。ステージでの芸能
発表や魚のつかみ取り（無料）、
ダム巡視船によるしゃくなげ湖
遊覧、ダム内の探検、模擬店な
ど様々なイベントが開催。
【会】南魚沼市舞台／しゃくなげ湖（三国川ダム）周辺～
　　しゃくなげ湖野外ステージ
【問】しゃくなげ湖畔開発公社　☎ ０２５-774-2２００
　　http://www.syakunage.info/

7/30
（日）9

南魚沼市浦佐地区で毎年行われ
る夏祭りで、神輿御渡や民謡流
し、屋台巡行などが行われます。
１５日には大煙火大会が行わ
れ、祭りを盛り上げます。

【会】南魚沼市浦佐／
　　浦佐地区(白山神社周辺）

7/15 ▲

（土）
7/16
（日）

【問】大和観光協会　☎ ０２５-77７-３０５４

花火 大煙火大会は１５日（土）２０：００~２１：００

5

住吉神社を中心に神輿踊り屋
台、樽神輿、神楽などイベントが
盛りだくさん！厄年・還暦祝いの
花火も打ち上げられる地元密着
のお祭りです。

【会】南魚沼市塩沢／牧之通り周辺

7/14 ▲
（金）

7/16
（日）

花火 花火大会は1６日（日）１９：４５~21:00（予定）

3

天然雪を利用してのソリ遊び、
ご当地アイドルやゆるキャラ、バ
ルーンアーティスト、地元太鼓ク
ラブなどが出演予定。
飲食ブースもあり、大人から子
供まで楽しめるイベントです！

【会】南魚沼市山口／八海山ロープウェー山頂広場
【問】八海山ロープウェー　☎ ０２５-77５-３３１１

7/22
（土）

6

五日町の八幡神社への奉納行
事。御神輿巡行や、お宮入りは
迫力ある押し合いとなります。
今年は舞台を新築し、ステージ
では歌謡ショー、太鼓パフォー
マンスショー、地元バンド演奏
と盛りだくさんです。

【会】南魚沼市五日町／八幡社
【問】執行責任者 ☎ ０25-776-２３１３

7/24 ▲

（月）
7/25
（火）
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花火 大煙火大会は1９日（水）１９：３０~２１：００

直江兼続公生誕地ならではの夏
祭りです。直江兼続を謳った「お
六甚句」に合わせ、千人近い市
民がいっせいに躍る大民謡流し
をはじめ、神輿渡御、砲術実演な
どが行われます。魚野川の河川
敷で行われる大煙火大会など盛
りだくさんの３日間です！

【会】南魚沼市六日町／六日町地区（兼続通り商店街周辺ほか）

7/17 ▲

（月・祝）
7/19
（水）

4

【問】南魚沼市観光協会　☎ ０２５-7８３-３３７７

大和の八色原を中心に栽培され
ている八色スイカは、他のスイ
カに比べ糖度が高く大人気。
期間中は直売、スイカ食べ放題
を行っています。甘くてとって
も美味しいですよ！
【会】南魚沼市浦佐／JA魚沼みなみ　あぐりぱーく八色構内
【問】大和観光協会　☎ ０２５-77７-３０５４

７月
下旬

▲ ８月
上旬10

やいろ

7/２

歌あり、踊りあり、美味しいもの
ありの楽しいお祭り。炭火でじっ
くり焼いた鮎と生ビールをご用
意して、待ってまーす！

【会】南魚沼市浦佐／毘沙門通り
【時】13:30～21:00
【費】予約券1,500円　当日券1,700円
　　（鮎１匹と生ビール２杯）
【問】生ビール＆鮎まつり実行委員会　☎ ０２５-777-4535

7 7/23
（日）
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早起きは三文の徳！朝市ならではの新鮮野菜や花
など、取り揃えてお待ちしています。
散歩のついでに、立ち寄ってみませんか？

【問】六日町温泉朝市の会　☎025-774-2683
【時】 6:00～8:00（売り切れ次第終了）
【会】南魚沼市坂戸／銭淵公園入口駐車場

六日町温泉朝市毎週
日曜日

毎月第１日曜日に開催される人気の市場です。
地元の野菜や果物、古着、工芸品の他にも、食べ物
屋台など、いろいろなお店が出店します。

【問】つむぎ通り町づくり実行委員会　☎025-782-1206
　　http://tsumugidoori.o-mec.com/

【時】 9:00～13:00
【会】南魚沼市塩沢／つむぎ通り（塩沢通り）

つむぎ通り軽トラ市２
（日）

手づくりを一緒に楽しむ会です。参加するには予
約が必要です。事前情報はホームページやFace
bookページへ掲載します！

【問】ナナシのマルシェ 田村　☎090-4943-6128
　　http://uonumarche.com/

【時】 10:00～16:00
【会】南魚沼市塩沢／塩沢交流広場休憩所「牧之茶屋」

ナナシの
ワークショップ

23
（日）

旬の野菜や果物がいっぱい！
今月はどの市場に行きますか？市・朝市

山開き
残雪の場合もありますので、入山前は十分な装備・準備をし、
登山届を警察署などに必ず提出してください。詳細は下記窓口へご確認ください。
【問】南魚沼市商工観光課　☎025－773－6665

名　称 開山予定日標　高登山口

飯士山 7月1日1,111ｍ
五十嵐登山口
舞子登山口

金城山 7月1日1,369ｍ観音山滝入水無登山口

坂戸山 6月30日634ｍ薬師尾根城坂登山口

丹後山 7月1日1,809ｍ十字峡登山口
中ノ岳 7月1日2,085ｍ十字峡登山口

八海山

7月1日
7月1日

1,778ｍ

大倉口登山口
大崎口登山口

6月25日八海山ロープウェー登山口

6月25日山口登山口
巻機山 5月28日

1,967ｍ
清水登山口

裏巻機山 7月1日永松登山口

坂戸山

八海山

みなみうおぬま
2017

7
July


